
番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2101-ⅰ1-1 国際教養学部の教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-1 千葉大学国際教養学部研究倫理審査委員会規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学国際教養学部研究倫理審
査委員会規程、令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-2 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメントポリ
シー、平成20年度） 3

研究 2101-ⅰ2-3
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

3

研究 2101-ⅰ2-4 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等安全
管理規程、平成30年度） 3

研究 2101-ⅰ2-5 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規程、平
成31年度） 3

研究 2101-ⅰ2-6 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、平成
30年度） 3

研究 2101-ⅰ2-7 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規程、平
成30年度） 3

研究 2101-ⅰ2-8 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、平成
31年度） 3

研究 2101-ⅰ2-9
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

3

研究 2101-ⅰ2-10
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-11 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-12
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-13
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

3

研究 2101-ⅰ2-14 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-15 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-16
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-17 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-18 千葉大学国際教養学部各種委員会規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学国際教養学部各種委員会
規程、令和元年度） 3

研究 2101-ⅰ2-19 千葉大学国際教養学部自己点検・評価報告書【抜粋】（2019年度）
（出典：国際教養学部作成資料、令和元年
度） 3

研究 2101-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（総合融合系）（2016～2019年度）
（出典：国際教養学部作成資料、令和元年
度） 4

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（国際教養学部）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2102-i 1-1 文学部・人文科学研究院の教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2102-i 1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2102-i 2-1 千葉大学における研究者の行動規範（2016～2019年度）
（出典：千葉大学における研究者の行
動規範、平成31年度）

4

研究 2102-i 2-2 千葉大学大学院人文科学研究院研究倫理審査委員会規程（2017～2019年度）
（出典：千葉大学大学院人文科学研究院研
究倫理審査委員会規程（平成29年度） 4

研究 2102-i 2-3 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメント
ポリシー、平成20年度）

4

研究 2102-i 2-4
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

4

研究 2102-i 2-5 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等
安全管理規程、平成30年度）

4

研究 2102-i 2-6 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規
程、平成31年度）

4

研究 2102-i 2-7 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、
平成30年度）

4

研究 2102-i 2-8 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規
程、平成30年度）

4

研究 2102-i 2-9 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、
平成31年度）

4

研究 2102-i 2-10
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

4

研究 2102-i 2-11
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 4

研究 2102-i 2-12 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 4

研究 2102-i 2-13
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 4

研究 2102-i 2-14
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

4

研究 2102-i 2-15 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2102-i 2-16 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2102-i 2-17
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2102-i 2-18 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2102-i 2-19
千葉大学大学院人文科学研究院教員定期評価に関する申合せ（2016～2019年
度）

（出典：人文科学研究院作成資料、平
成31年度）

4

研究 2102-i 2-20 国立大学法人千葉大学教員の定期評価に関する規程（2016～2019年度）
（出典：人文科学研究院教員定期評価
に関する申合せ、平成31年度）

4

研究 2102-i 2-21 人文公共学府ウェブサイト（研究プロジェクト一覧）
（出典：人文公共学府ウェブサイト、平
成30年度）

4

研究 2102-i 3-1 研究活動状況に関する資料（人文科学系）（2016～2019年度）
（出典：文学部・人文科学研究院作成資料、
令和元年度） 4

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（文学部、人文科学研究院）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2103- i 1-1 法政経学部社会科学研究院の教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2103- i 1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2103- i 1-3 「未来型公正社会研究」Newsletter Vol.8（2019年4月）
（出典：未来型公正社会研究ニュース
レター　令和元年度） 3

研究 2103- i 1-4
千葉大学リーディング研究プログラム「小地域推定の統計手法開発と貧困・公衆
衛生・災害などへの応用」ウェブサイト【抜粋】

（出典：千葉大学ウェブサイト　令和元
年度） 3

研究 2103- i 1-5 グローバル関係融合研究センター ニュースレター
（出典：グローバル関係融合研究セン
ター ニュースレター　令和元年度） 3

研究 2103- i 1-6 「OPoSSuM」ウェブサイト【抜粋】
（出典：OPoSSuMウェブサイト　令和元
年度） 3

研究 2103- i 1-7 「千葉大学公共研究センター」ウェブサイト【抜粋】
（出典：千葉大学公共研究センターウェ
ブサイト　令和元年度） 4

研究 2103- i 2-1 千葉大学研究者用ピアレビュー
（出典：APRIN eラーニングプログラム
(eAPRIN)ウェブサイト、令和元年度） 4

研究 2103- i 2-2 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメントポリ
シー、平成20年度） 4

研究 2103- i 2-3
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019
年度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

4

研究 2103- i 2-4 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等安全
管理規程、平成30年度） 4

研究 2103- i 2-5 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規程、平
成31年度） 4

研究 2103- i 2-6 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、平成
30年度） 4

研究 2103- i 2-7 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規程、平
成30年度） 4

研究 2103- i 2-8 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、平成
31年度） 4

研究 2103- i 2-9
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

4

研究 2103- i 2-10
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 4

研究 2103- i 2-11 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 4

研究 2103- i 2-12
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、
令和元年度） 4

研究 2103- i 2-13
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全
学の点検・評価に関する実施要項、令和元
年度）

4

研究 2103- i 2-14 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2103- i 2-15 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2103- i 2-16
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価について（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2103- i 2-17 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2103- i 2-18 千葉大学大学院社会科学研究院各種委員会規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学大学院社会科学研究
院規程、令和元年度） 4

研究 2103- i 2-19
千葉大学大学院社会科学研究院教員定期評価に関する申合せ（2017～2019年
度）

（出典：千葉大学大学院社会科学研究
院規程、平成29年度） 4

研究 2103- i 2-20 国立大学法人千葉大学教員の定期評価に関する規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学大学院社会科学研究
院規程、平成31年度） 4

研究 2103- i 3-1 研究活動状況に関する資料（社会科学系）（2016～2019年度）
（出典：法政経学部・社会科学研究院作成
資料、令和元年度） 4

研究 2103- i B-1 部局間交流協定締結状況（2019年8月現在）
（出典：社会科学研究院作成資料、令
和元年度） 5

研究 2103- i B-2 外国人研究者の受入に関する教授会審議資料（2019年6月）
（出典：社会科学研究院作成資料、令
和元年度） 5

研究 2103- i C-1 法政経学部公開講座一覧（2016～2019年度）
（出典：社会科学研究院作成資料、令
和元年度） 6

研究 2103- i D-1 千葉大学法学論集　雑報（32巻1号（2017年6月）、33巻1号（2018年6月）
（出典：千葉大学法学論集、平成29・30
年度） 7

研究 2103- i D-2 「千葉少年問題研究会開催実績」（2017～2019年度）
（出典：社会科学研究院作成資料、平
成29・30・31年度） 7

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（法政経学部、社会科学研究院）



番号 資料・データ名 備考 頁 備考

研究 2104-ⅰ1-1 教育学部教育学研究科の教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2104-ⅰ1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2104-ⅰ2-1 研究倫理教育実施通知
（出典：研究倫理教育実施通知、平成
31年度）

3

研究 2104-ⅰ2-2 受講者マニュアル
（出典：APRIN eラーニングプログラム
(eAPRIN)、平成31年度）

3

研究 2104-ⅰ2-3 千葉大学教育学部生命倫理審査委員会規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学教育学部生命倫理審
査委員会規程、平成元年度）

3

研究 2104-ⅰ2-4 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメントポリ
シー、平成20年度） 3

研究 2104-ⅰ2-5
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

3

研究 2104-ⅰ2-6 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等安全
管理規程、平成30年度） 3

研究 2104-ⅰ2-7 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規程、平
成31年度） 3

研究 2104-ⅰ2-8 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、平成
30年度） 3

研究 2104-ⅰ2-9 国立大学法人千葉大学放射線障害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学放射線障害予防規程、平
成30年度） 3

研究 2104-ⅰ2-10 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規程、平
成30年度） 3

研究 2104-ⅰ2-11 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、平成
31年度） 3

研究 2104-ⅰ2-12
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

3

研究 2104-ⅰ2-13
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 3

研究 2104-ⅰ2-14 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 3

研究 2104-ⅰ2-15
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 3

研究 2104-ⅰ2-16
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

3

研究 2104-ⅰ2-17 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2104-ⅰ2-18 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2104-ⅰ2-19
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2104-ⅰ2-20 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2104-ⅰ2-21 千葉大学教育学部学術推進委員会委員一覧
（出典：千葉大学教育学部学術推進委
員会委員一覧、平成31年度）

3

研究 2104-ⅰ2-22 千葉大学教育学部学術推進委員会規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学教育学部学術推進委
員会規程、平成31年度）

3

研究 2104-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（教育系）（2016～2019年）
（出典：教育学部・教育学研究科作成資料、
令和元年度） 4

研究 2104-ⅰ4-1 データ分析集指標に係る補助資料 （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 4

研究 2104-ⅰA-1 次世代才能スキップアッププログラム基礎力養成講座
（出典：次世代才能スキップアッププロ
グラム基礎力養成講座、平成31年度）

5

研究 2104-ⅰA-2 次世代育成支援室の活動
（出典：次世代育成支援室の活動、令
和元年度）

5

研究 2104-ⅰA-3 令和元年度教育学部－附属学校連携研究課題予算配分 （出典：教授会資料、令和元年度） 5

研究 2104-ⅰA-4 教育現場におけるSDGsの達成に資する取組好事例集
（出典：文部科学省ウェブサイト、令和
元年度）

5

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（教育学部、教育学研究科）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2105-ⅰ1-1 理学部理学研究院の教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2105-ⅰ1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2105-ⅰ2-1 国立大学法人千葉大学利益相反委員会規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反委員会規
程、令和元年度）

3

研究 2105-ⅰ2-2 千葉大学大学院理学研究院生命倫理審査委員会規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学大学院理学研究院生
命倫理審査委員会規程、令和元年度）

3

研究 2105-ⅰ2-3 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメントポリ
シー、平成20年度） 3

研究 2105-ⅰ2-4
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

3

研究 2105-ⅰ2-5 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等安全
管理規程、平成30年度） 3

研究 2105-ⅰ2-6 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規程、平
成31年度） 3

研究 2105-ⅰ2-7 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、平成
30年度） 3

研究 2105-ⅰ2-8 国立大学法人千葉大学放射線障害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学放射線障害予防規程、平
成30年度） 3

研究 2105-ⅰ2-9 国立大学法人千葉大学高圧ガス危害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学高圧ガス危害予防規程、平
成31年度） 3

研究 2105-ⅰ2-10 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規程、平
成30年度） 3

研究 2105-ⅰ2-11 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、平成
31年度） 3

研究 2105-ⅰ2-12
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

3

研究 2105-ⅰ2-13
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 3

研究 2105-ⅰ2-14 国立大学法人千葉大学点検・評価規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学点検・評価規程、令和
元年度）

3

研究 2105-ⅰ2-15
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 3

研究 2105-ⅰ2-16
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

3

研究 2105-ⅰ2-17 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2105-ⅰ2-18 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2105-ⅰ2-19
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価について（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2105-ⅰ2-20 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2105-ⅰ2-21 千葉大学大学院理学研究院・理学部外部評価に関する要綱（2016～2019年度）
（出典：千葉大学大学院理学研究院・理学部
外部評価に関する要綱、平成11年度） 3

研究 2105-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（理学系）（2016～2019年度）
（出典：理学部・理学研究院作成資料、令和
元年度） 4

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（理学部、理学研究院）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2106-ⅰ1-1 工学部工学研究院の教職員数（2019年度）
（出典：企画政策課作成資料　令和元
年度）

3

研究 2106-ⅰ1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度）
（出典：企画政策課作成資料　令和元
年度）

3

研究 2106-ⅰ2-1 構成員への法令遵守や研究者倫理等に関する施策の状況
（出典：工学部・工学研究院作成資料、
令和元年度）

4

研究 2106-ⅰ2-2 千葉大学大学院工学研究院生命倫理審査委員会規程
（出典：大学院工学研究院生命倫理審
査委員会規程、令和元年度）

4

研究 2105-ⅰ2-3 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメント
ポリシー、平成20年度）

4

研究 2105-ⅰ2-4
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係
る利益相反マネジメントガイドライン、平
成30年度）

4

研究 2105-ⅰ2-5 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等
安全管理規程、平成30年度）

4

研究 2105-ⅰ2-6 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規
程、平成31年度）

4

研究 2105-ⅰ2-7 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、
平成30年度）

4

研究 2105-ⅰ2-8 国立大学法人千葉大学放射線障害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学放射線障害予防規
程、平成30年度）

4

研究 2105-ⅰ2-9 国立大学法人千葉大学高圧ガス危害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学高圧ガス危害予防規
程、平成31年度）

4

研究 2105-ⅰ2-10 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規
程、平成30年度）

4

研究 2105-ⅰ2-11 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、
平成31年度）

4

研究 2105-ⅰ2-12
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の
適正推進及び研究活動上の不正行為
への対応に関する規程、平成31年度）

4

研究 2105-ⅰ2-13
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費
等の適正な取扱いに関する規程、令和
元年度）

4

研究 2105-ⅰ2-14 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 4

研究 2105-ⅰ2-15
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 4

研究 2105-ⅰ2-16
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

4

研究 2105-ⅰ2-17 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2105-ⅰ2-18 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2105-ⅰ2-19
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2105-ⅰ2-20 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2105-ⅰ2-21 研究活動を検証する組織、検証の方法
（出典：工学部・工学研究院作成資料、
令和元年度）

4

研究 2106-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（工学系）（2016～2019年度）
（出典：工学部・工学研究院作成資料、
令和元年度）

5

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（工学部、工学研究院）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2107-ⅰ1-1 園芸学部園芸学研究科の教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料 （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ2-1
千葉大学大学院園芸学研究科植物に関する研究倫理審査専門委員会要項（2016
～2019年度）

（出典：千葉大学大学院園芸学研究科植物
に関する研究倫理審査専門委員会要項、平
成19年度）

3

研究 2107-ⅰ2-2 千葉大学大学院園芸学研究科研究倫理審査委員会規程
（出典：千葉大学大学院園芸学研究科研究
倫理審査委員会規程、令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ2-3 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメントポリ
シー、平成20年度） 3

研究 2107-ⅰ2-4
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

3

研究 2107-ⅰ2-5 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等安全
管理規程、平成30年度） 3

研究 2107-ⅰ2-6 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規程、平
成31年度） 3

研究 2107-ⅰ2-7 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、平成
30年度） 3

研究 2107-ⅰ2-8 国立大学法人千葉大学放射線障害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学放射線障害予防規程、平
成30年度） 3

研究 2107-ⅰ2-9 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規程、平
成30年度） 3

研究 2107-ⅰ2-10 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、平成
31年度） 3

研究 2107-ⅰ2-11
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

3

研究 2107-ⅰ2-12
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ2-13 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ2-14
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 3

研究 2107-ⅰ2-15
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

3

研究 2107-ⅰ2-16 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ2-17 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ2-18
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ2-19 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ2-20 研究科の紀要『食と緑の科学』に掲載される教員の業績一覧 （出典：園芸学部・園芸学研究科作成資料　令和元年度） 3

研究 2107-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（農学系）（2016～2019年度）
（出典：園芸学部・園芸学研究科作成資料、
令和元年度） 4

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（園芸学部、園芸学研究科）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2108-ⅰ1-1 医学部医学研究院の教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-1 医学研究院における倫理審査等に関する規程（2016～2019年度）
（出典：医学研究院における倫理審査等に
関する規程、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-2 医学研究院倫理審査委員会審査等実施細則（2016～2019年度）
（出典：医学研究院倫理審査委員会審査等
実施細則、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-3 医学研究院生命倫理審査委員会審査等実施細則（2016～2019年度）
（出典：医学研究院生命倫理審査委員会審
査等実施細則、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-4 医学研究院等におけるヒトES細胞使用倫理規程（2016～2019年度）
（出典：医学研究院等におけるヒトES細胞使
用倫理規程、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-5
千葉大学大学院医学研究院における臨床研究に係る利益相反マネジメント規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学大学院医学研究院におけ
る臨床研究に係る利益相反マネジメント規
程、令和元年度）

3

研究 2108-ⅰ2-6 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメントポリ
シー、平成20年度） 3

研究 2108-ⅰ2-7
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

3

研究 2108-ⅰ2-8 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等安全
管理規程、平成30年度） 3

研究 2108-ⅰ2-9 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規程、平
成31年度） 3

研究 2108-ⅰ2-10 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、平成
30年度） 3

研究 2108-ⅰ2-11 国立大学法人千葉大学放射線障害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学放射線障害予防規程、平
成30年度） 3

研究 2108-ⅰ2-12 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規程、平
成30年度） 3

研究 2108-ⅰ2-13 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、平成
31年度） 3

研究 2108-ⅰ2-14
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

3

研究 2108-ⅰ2-15
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-16 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-17
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-18
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

3

研究 2108-ⅰ2-19 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-20 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-21
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-22 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2108-ⅰ2-23 医学研究院及び医学部附属病院教員の再審査基準（2016～2019年度）
（出典：医学研究院教授会・医学部教授
会資料、平成20年度）

3

研究 2108-ⅰ2-24 医学研究院及び医学部附属病院教員の再審査評価項目（2016～2019年度）
（出典：医学研究院教授会・医学部教授
会資料、平成19年度）

3

研究 2108-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（保健系）（2016～2019年度）
（出典：医学部・医学研究院作成資料、令和
元年度） 4

研究 2108-ⅰ4-1 データ分析集指標に係る補助資料 （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 4

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（医学部、医学研究院）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2109-ⅰ1-1 薬学部薬学研究院の教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2109-ⅰ1-2 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2109-ⅰ2-1 千葉大学大学院薬学研究院倫理審査委員会規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学大学院薬学研究院倫
理審査委員会規程、令和元年度）

3

研究 2109-ⅰ2-2 国立大学法人千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメント
ポリシー、平成20年度）

3

研究 2109-ⅰ2-3
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係
る利益相反マネジメントガイドライン、平
成30年度）

3

研究 2109-ⅰ2-4 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等
安全管理規程、平成30年度）

3

研究 2109-ⅰ2-5 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規
程、平成31年度）

3

研究 2109-ⅰ2-6 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、
平成30年度）

3

研究 2109-ⅰ2-7 国立大学法人千葉大学放射線障害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学放射線障害予防規
程、平成30年度）

3

研究 2109-ⅰ2-8 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規
程、平成30年度）

3

研究 2109-ⅰ2-9 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、
平成31年度）

3

研究 2109-ⅰ2-10
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の
適正推進及び研究活動上の不正行為
への対応に関する規程、平成31年度）

3

研究 2109-ⅰ2-11
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費
等の適正な取扱いに関する規程、令和
元年度）

3

研究 2109-ⅰ2-12 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 3

研究 2109-ⅰ2-13
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第２条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 3

研究 2109-ⅰ2-14
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

3

研究 2109-ⅰ2-15 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2109-ⅰ2-16 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2109-ⅰ2-17
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価について（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2109-ⅰ2-18 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2109-ⅰ2-19 薬学研究院教員の定期評価に関する実施要項（2016～2019年度）
（出典：薬学研究院教員の定期評価に
関する実施要項、平成27年度）

3

研究 2109-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（保健系）（2016～2019年度）
（出典：薬学部・薬学研究院作成資料、
令和元年度）

5

研究 2109-ⅰ4-1 データ分析集指標に係る補助資料 （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 5

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（薬学部、薬学研究院）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2110-ⅰ1-1 看護学部看護学研究科の教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2110-ⅰ1-2 教育共同研究拠点の実施状況が確認できる資料（2019年度）
（出典：付属看護実践研究指導センター
報告書、令和元年度）

3

研究 2110-ⅰ1-3 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2016～2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2110-ⅰ1-4 学部長裁量経費による院生への国際学会参加助成（2016～2019年度）
（出典：看護学研究科作成資料、令和
元年度）

3

研究 2110-ⅰ1-5 看護学研究科　研究者受入・派遣数（2015～2017年度）
（出典：看護学研究科作成資料、令和
元年度）

5

研究 2110-ⅰ1-6 看護学研究科協定校一覧（2019年度）
（出典：看護学研究科作成資料、令和
元年度）

5

研究 2110-ⅰ2-1 千葉大学大学院看護学研究科倫理審査規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学大学院看護学研究科
倫理審査規程、令和元年度）

5

研究 2110-ⅰ2-2
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

5

研究 2110-ⅰ2-3 国立大学法人千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメント
ポリシー、平成20年度）

5

研究 2110-ⅰ2-4 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学遺伝子組換え実験等安全
管理規程、平成30年度） 5

研究 2110-ⅰ2-5 国立大学法人千葉大学病原体安全管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学病原体安全管理規程、平
成31年度） 5

研究 2110-ⅰ2-6 国立大学法人千葉大学動物実験実施規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学動物実験実施規程、平成
30年度） 5

研究 2110-ⅰ2-7 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規程、平
成30年度） 5

研究 2110-ⅰ2-8 国立大学法人千葉大学放射線障害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学放射線障害予防規程、平
成30年度） 5

研究 2110-ⅰ2-9 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、平成
31年度） 5

研究 2110-ⅰ2-10
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

5

研究 2110-ⅰ2-11
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 5

研究 2110-ⅰ2-12 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 5

研究 2110-ⅰ2-13
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 5

研究 2110-ⅰ2-14
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

5

研究 2110-ⅰ2-15 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 5

研究 2110-ⅰ2-16 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 5

研究 2110-ⅰ2-17
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 5

研究 2110-ⅰ2-18 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 5

研究 2110-ⅰ2-18 千葉大学大学院看護学研究科教員の定期評価に関する要項（2016～2019年度）
（出典：千葉大学大学院看護学研究科教員
の定期評価に関する要項、平成20年度） 5

研究 2110-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（保健系）（2016～2019年度）
（出典：看護学部・看護学研究科作成資
料、令和元年度）

6

研究 2110-ⅰC-1 看護学研究科ウェブサイト「特色ある研究活動の成果」
（出典：千葉大学ウェブサイト、令和元
年度）

9

研究 2110-ⅰC-2 National & international Reports
（出典：European Association for
Palliative Careウェブサイト、平成30年
度）

9

研究 2110-ⅰC-3 Top Ten Most-viewed Posts for the first half of 2018
（出典：European Association for
Palliative Careウェブサイト、平成30年
度）

9

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（看護学部、看護学研究科）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2111-ⅰ1-1 環境リモートセンシング研究センターの教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2111-ⅰ1-2 環境リモートセンシング研究センター組織図等（2019年度）
（出典：環境リモートセンシング研究センター
作成資料、令和元年度） 3

研究 2111-ⅰ1-3 共同利用・共同研究課題の採択状況・実施状況（2016～2019年度）
（出典：環境リモートセンシング研究センター
作成資料、令和元年度） 3

研究 2111-ⅰ1-4 衛星データ・成果データ　ダウンロードファイル数の状況（2019年度）
（出典：環境リモートセンシング研究センター
作成資料、令和元年度） 3

研究 2111-ⅰ1-5 シンポジウム等の開催状況（2019年度）
（出典：環境リモートセンシング研究センター
作成資料、令和元年度） 3

研究 2111-ⅰ1-6 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度）
（出典：環境リモートセンシング研究センター
作成資料、令和元年度） 3

研究 2111-ⅰ2-1 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年度）
（出典：千葉大学利益相反マネジメントポリ
シー、平成20年度） 4

研究 2111-ⅰ2-2
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019年
度）

（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

4

研究 2111-ⅰ2-3 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規程、平
成30年度） 4

研究 2111-ⅰ2-4 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、平成
31年度） 4

研究 2111-ⅰ2-5
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

4

研究 2111-ⅰ2-6
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 4

研究 2111-ⅰ2-7 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 4

研究 2111-ⅰ2-8
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 4

研究 2111-ⅰ2-9
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

4

研究 2111-ⅰ2-10 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2111-ⅰ2-11 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2111-ⅰ2-12
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価について（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2111-ⅰ2-13 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 4

研究 2111-ⅰ2-14 環境リモートセンシング研究センター拠点運営委員会規程（2016～2019年度）
（出典：環境リモートセンシング研究センター
拠点運営委員会規程、令和元年度） 4

研究 2111-ⅰ2-15 環境リモートセンシング研究センター委員会規程（2016～2019年度）
（出典：環境リモートセンシング研究センター
委員会規程、令和元年度） 4

研究 2111-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（総合理系）（2016～2019年度）
（出典：環境リモートセンシング研究センター
作成資料、令和元年度） 5

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（環境リモートセンシング研究センター）



番号 資料・データ名 出典・年度 頁 備考

研究 2112-ⅰ1-1 真菌医学研究センターの教職員数（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2112-ⅰ1-2 共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（2016年度）
（出典：共同利用・共同研究拠点実施状況報
告書、平成28年度） 3

研究 2112-ⅰ1-3 共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（2017年度）
（出典：共同利用・共同研究拠点実施状況報
告書、平成29年度） 3

研究 2112-ⅰ1-4 共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（2018年度）
（出典：共同利用・共同研究拠点実施状況報
告書、平成30年度） 3

研究 2112-ⅰ1-5 本務教員の年齢構成が確認できる資料（2019年度） （出典：企画政策課作成資料　令和元年度） 3

研究 2112-ⅰ2-1 真菌医学研究センター倫理審査委員会規程（2016～2019年）
（出典：真菌医学研究センター倫理審査委員
会規程、平成29年度） 3

研究 2112-ⅰ2-2 真菌医学研究センター倫理審査委員会審査実施細則（2016～2019年）
（出典：真菌医学研究センター倫理審査委員
会審査実施細則、平成27年度） 3

研究 2112-ⅰ2-3
千葉大学産学官連携活動に係る利益相反マネジメントガイドライン（2016～2019
年）

（出典：千葉大学利益相反マネジメントポリ
シー、平成20年度） 3

研究 2112-ⅰ2-4 国立大学法人千葉大学利益相反マネジメントポリシー（2016～2019年）
（出典：千葉大学産学官連携活動に係る利
益相反マネジメントガイドライン、平成30年
度）

3

研究 2112-ⅰ2-5 国立大学法人千葉大学有害廃棄物取扱規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学有害廃棄物取扱規程、平
成30年度） 3

研究 2112-ⅰ2-6 国立大学法人千葉大学放射線障害予防規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学放射線障害予防規程、平
成30年度） 3

研究 2112-ⅰ2-7 国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（2016～2019年度）
（出典：千葉大学化学物質管理規程、平成
31年度） 3

研究 2112-ⅰ2-8
国立大学法人千葉大学における研究活動の適正推進及び研究活動上の不正行
為への対応に関する規程（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における研究活動の適正
推進及び研究活動上の不正行為への対応
に関する規程、平成31年度）

3

研究 2112-ⅰ2-9
国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
（2016～2019年度）

（出典：千葉大学における公的研究費等の
適正な取扱いに関する規程、令和元年度） 3

研究 2112-ⅰ2-10 国立大学法人千葉大学・点検評価規程（2016～2019年度）
（出典:国立大学法人千葉大学点検・評価規
程、令和元年度） 3

研究 2112-ⅰ2-11
国立大学法人千葉大学点検・評価規程第2条に規定する部局について（2016～
2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門決定、令
和元年度） 3

研究 2112-ⅰ2-12
国立大学法人千葉大学における全学の点検・評価に関する実施要項（2016～
2019年度）

（出典:国立大学法人千葉大学における全学
の点検・評価に関する実施要項、令和元年
度）

3

研究 2112-ⅰ2-13 大学基本データ分析による点検・評価実施要領（2016～2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2112-ⅰ2-14 大学基本データ分析による自己点検・評価書（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門認証評
価対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2112-ⅰ2-15
平成31年度年度計画及び第3期中期目標期間の実施状況に基づく自己点検・評
価（2019年度）

（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2112-ⅰ2-16 平成31年度確認事項等一覧（2019年度）
（出典:運営基盤機構大学評価部門中期目
標対応部会資料、令和元年度） 3

研究 2112-ⅰ2-17 真菌医学研究センター教員の定期評価に関する実施要領（2016～2019年）
（出典：真菌医学研究センター教員の定期評
価に関する実施要領、平成28年度） 3

研究 2112-ⅰ3-1 研究活動状況に関する資料（保健系）（2016～2019年）
（出典：真菌医学研究センター作成資料、令
和元年度） 5

研究 2112-ⅰC-1 予防接種リスク教育ガイドブック
（出典：千葉大学学術成果リポジトリウェブサ
イト、令和元年度） 8

研究

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（真菌医学研究センター）
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